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ヤブノ　ヨシノリ

藪野　良徳 神有カントリー倶楽部 9.8
オオモリ　タカマサ

大森　貴正 日本ゴルフ協会 12.9
タカセ　ジロウ

高瀬　次郎 富士小野ゴルフ倶楽部 11.6
タカシマ　ヒトシ

高嶋　均 兵庫県ゴルフ連盟 10.4

サカイ　ノブナル

酒井　信成 楽天GORA 11.2
サカモト　タカシ

坂本　隆 日本ゴルフ協会 15.4
ナカヤマ　マサヒロ

中山　幹啓 ゴールデンバレーゴルフ倶楽部 11.7
フクイ　カズヒト

福井　一仁 播磨カントリークラブ 11.9

ヤマダ　ヨウイチ

山田　洋一 コムウッドゴルフクラブ 15.6
ナカノ　ツトム

中野　勉 楽天GORA 20.0
ニシダ　リサ

西田　里沙 チェリーヒルズゴルフクラブ 10.7
タツミ　ヒロユキ

辰巳　裕之 ひかみカントリークラブ 19.5

ニシムラ　ダイカツ

西村　大勝 大宝塚ゴルフクラブ 17.5
コバヤシ　アツコ

小林　厚子 大岡ゴルフ倶楽部 11.4
コマチ　アスカ

小町　飛鳥 楽天GORA 12.0
ホリ　ハルミ

堀　明美 播磨カントリークラブ 13.3

セトヤマ　カズヒサ

瀬戸山　一寿 チェリーヒルズゴルフクラブ 11.0
サイトウ　イツミ

齋藤　五実 関西クラシックゴルフ倶楽部 5.5
カキギ　トシヤ

柿木　敏也 交野カントリー倶楽部 4.1
ハシモト　マサヒコ

橋本　正彦 日本ゴルフ協会 9.3

フジタ　カズヒト

藤田　和人 チェリーヒルズゴルフクラブ 12.3
ヒダカ　ユウイチ

日高　優一 日本ゴルフ協会 15.8
キシモト　コウジ

岸本　好司 三日月カントリークラブ 11.9
タテハタ　マコト

建畑　誠 白鷺ゴルフクラブ 10.0

シラトリ　カズユキ

白鳥　和幸 GDO 18.8
ハッタ　ナミ

八田　奈己 大宝塚ゴルフクラブ 16.2
マツオ　タケシ

松尾　武志 日本ゴルフ協会 12.0
ワダ　タケシ

和田　健 茨木高原カンツリー倶楽部 19.5

セトヤマ　アキコ

瀬戸山　亜貴子 チェリーヒルズゴルフクラブ 12.2
イトウ　アユミ

伊東　歩美 楽天GORA 16.9
ニシヤマ　ミノル

西山　実 東条の森カントリークラブ 17.0
フクモト　シンイチ

福本　真一 GDO 19.6

カイホツ　シュンスケ

開發　俊介 日本ゴルフ協会 8.3
マツヤマ　サダヒコ

松山　貞彦 三田レークサイドカントリークラブ 14.1
イマイズミ　ヒサカツ

今泉　久活 ロータリーゴルフ倶楽部 8.1
オオニシ　タカノリ

大西　孝典 楽天GORA 6.7

ワタナベ　タケシ

渡邉　剛士 青山ゴルフクラブ 9.0
クロダ　マサシ

黒田　晶志 ABCゴルフ倶楽部 14.2
タイエ　ヨシヒロ

田家　良浩 西神戸ゴルフ場 8.9
ゴミ　マモル

五味　守 丘の公園清里ゴルフコース 8.8

ミヤワキ　カズヒト

宮脇　和仁 楽天GORA 11.1
タケウチ　カズヒロ

竹内　一弘 北神戸ゴルフ場 14.3
マエダ　ハチロウ

前田　八郎 ライオンズカントリー倶楽部 11.0
ヤスモト　カズヒロ

安本　和博 サンロイヤルゴルフクラブ 10.6

タケウチ　ヒトミ

竹内　仁美 楽天GORA 12.4
ナガミドリ　タダオ

永緑　忠夫 兵庫県ゴルフ連盟 15.0
サトウ　タカヒロ

佐藤　孝尋 ダンロップゴルフコース 19.4
ウエダ　タイチ

上田　太一 よみうりゴルフウエストコース 20.0

テラウチ　リョウ

寺内　亮 楽天GORA 9.0
オウサカ　ヨシオ

纓坂　義夫 楽天GORA 12.5
ミヤコ　トシカズ

都　俊和 日本ゴルフ協会 7.7
イセキ　マサヒロ

井関　雅浩 オータニにしきカントリークラブ 1.6

ウエダ　トオル

上田　徹 楽天GORA 13.2
クスモト　ヒデオ

楠本　英夫 山の原ゴルフクラブ 13.7
マトバ　キヨシ

的場　清 日本ゴルフ協会 10.9
フジワラ　シンゴ

藤原　新吾 妙見富士カントリー倶楽部 3.3

イイダ　イクコ

飯田　育子 日本ゴルフ協会 12.0
コヒガシ　ノリユキ

古東　典之 楽天GORA 17.5
コスギ　ミツオ

小杉　光雄 青山台ゴルフ倶楽部 10.9
ミズグチ　キヨシ

水口　清 JOYXゴルフ倶楽部上月コース 16.7

スズキ　エミ

鈴木　恵美 日本ゴルフ協会 17.6
ヒワダ　サクミ

檜田　作巳 オータニにしきカントリークラブ 18.0
ニシダ　ヨシハル

西田　仁治 サングレートゴルフ倶楽部 20.0
アワガ　トシミツ

粟賀　敏光 粟賀ゴルフ倶楽部 20.0

ハセ　ジュン

長谷　遵 西宮カントリー倶楽部 15.2
クラ　ノリユキ

倉　範幸 ひかみカントリ－クラブ 9.1
ナベカ　ヒロシ

鍋加　博志 楽天GORA 10.7
イモト　マサキ

井本　正樹 日本ゴルフ協会 5.5

ニシガミ　コウジ

西上　興治 ダンロップゴルフコース 15.2
ササキ　ケイジ

佐々木　圭司 赤穂国際カントリークラブ 9.2
ヒラキ　シュウ

平木　秀 楽天GORA 10.8
コンバラ　ヒロフミ

紺原　博文 鳴門カントリークラブ 18.0

トダニ　ミチヤ

戸谷　倫也 日本ゴルフ協会 18.2
ササキ　タケシ

佐々木　剛志 楽天GORA 13.9
ミホバラ　ヨシハル

神保原　好晴 兵庫県ゴルフ連盟 20.0
ワキ　マスミ

脇　真澄 兵庫県ゴルフ連盟 20.0

マエダ　タカシ

前田　隆 東条の森カントリークラブ 18.6
キタムラ　アツシ

北村　敦 れいせんゴルフ倶楽部 20.0
トウゴウ　ヒロアキ

東郷　弘晃 GDO 20.0
カタヤマ　マサヨシ

片山　昌良 兵庫県ゴルフ連盟 20.0

競技方法：１８ホールズストロークプレー ※スロープレーティングは採用いたしません。

※ご参加の皆様には、ご希望のスタート時間で組合わせる事が来ません事、ご了承ください。

※JGA/USGA Hdcp Index (最新)をスタートホールにて提出のこと。　Hdcp Indx20.0以上は20.0にて競技に参加いただきます。

※男性：白マーク　　　女性：赤マーク　　

※クラブハウスオープン時間は 6:00 です。スタート時間の50分前にはクラブハウスにご到着下さい。

※事前欠席する場合は大会事務局 (0120-114-646)もしくは開催クラブへご連絡ください。なお、当日欠席の場合はオータニにしきCC(0795-92-0331) にご連絡下さい。

※最大80名まで受け入れる。組合せ後の参加者は空き枠から組合わせる。欠席のある場合は、組合せを変更をすることがあります。

※本競技の１次予選通過上位40名が、５月１０日（月）ザ・サイプレスゴルフクラブにて開催される２次予選会に進出できる。
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参加人数　80名

競技委員長　平良　康長
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会場：オータニにしきカントリークラブ しゃくなげコース 第15回のじぎくオープンゴルフ選手権大会
2021年03月13日(土)　予備日：2021年03月14日(日) １次予選
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